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このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうござい
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安全上の注意
最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味
注意を促す記号です。

警告

禁止を示す記号です。

必ず行うことを示す記号です。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う
●●電源プラグのほこりは定期的に取る

●●電源コードを傷つけない
●●持ち運び時や収納時に電源コードを
引っ張らない

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良に
なり、火災・感電の原因になります。

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ
張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込
むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

●●電源プラグはコンセントの奥まで確実
に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になりま
す。

●●電 源 は 交 流100V、 定 格15A以 上 の
コンセントを単独で使う

●●電源コードや電源プラグが傷んだり、
コンセントの差し込みがゆるいときは
使わない

火災の原因になります。

ショートによる火災・感電の原因になりま
す。電源コードが破損したときは、修理専
用コールへお問い合わせください。

●●お手入れや点検、移動の際は、必ず電
源プラグをコンセントから抜く
プラグを抜く

感電やけがの原因になります。

●●電源コードをたばねて通電しない

●●使用後は電源プラグをコンセントから
抜く

過熱してやけど・火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してくだ
さい。

火災の原因になります。

●●電源コードを高温部に近づけない

●●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをし
ない
ぬれ手禁止

火災・感電の原因になります。

●●乳幼児に電源プラグをなめさせない

感電・やけど・けがの原因になります。

けがや感電の原因になります。

●●異常・故障時には直ちに使用を中止し、
電源を切り、電源プラグをコンセント
から抜く

●●取扱説明書に記載した以外の使いかた
をしない

火災・やけど・感電・けがの原因になります。

発煙・火災・感電のおそれがあります。
〔異常の例〕
• 異常な音やにおいがする
• 電源プラグ・電源コードが異常に熱くな
る
• 電源コードを動かすと、通電したりしな
かったりする
• 触れるとピリピリ電気を感じる
➡使用を中止し、お買い上げの販売店また
はアイリスコールへお問い合わせくださ
い。

●●子どもや取り扱いに不慣れな方に使わ
せたり、幼児に触れさせたりしない
感電・けが・やけどの原因になります。

●●分解・修理・改造をしない
分解禁止
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火災・感電・けがの原因になります。修理
技術者以外の方が修理を行うことは危険
です。
修理については、お買い上げの販売店また
は修理専用コールにご相談ください。

水ぬれ禁止

●●水まわり、風呂場など水のかかる場所
では絶対に使用しない
●●本体を水洗いしない

●●直火（ガス台など）や電磁調理器（IH
クッキングヒーターなど）、電気ヒー
ターなどの上に載せない

●●揚げ物調理はしない

●●プレートの下に燃えるものなどをはさ
まない

火災の原因になります。

漏電やショートを起こし、火災・感電の原
因になります。

火災の原因になります。

注意
プラグを抜く

火災の原因になります。

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的
損害が発生するおそれがある内容を示しています。

●●電源プラグを抜くときは、電源コード
を持たずに必ず電源プラグを持って引
き抜く

●●マグネットプラグに金属をつけない
ショート・感電の原因になります。

電源コードが破損し、火災・感電の原因に
なります。

●●電源プラグを接続する前に、必ずプ
レートを取り付け、火力調節レバーを
にし、電源 切／入ボタンを切る
やけどや火災の原因になります。

●●付属の電源コード以外は使わない
●●付属の電源コードを他の機器に使用し
ない

●●落としたり、強い衝撃を与えない

火災・感電・事故の原因になります。

火災の原因になります。

●●屋外で使用しない

●●プレートの上で缶詰やびん詰めを温め
ない

火災の原因になります。

破裂したり、赤熱したりして、やけどやけ
がの原因になります。

●●壁や家具、カーテンなど、燃えやすい
ものの近くで使用しない
●●畳・じゅうたん・テーブルクロス・ビ
ニール製シート・紙など熱に弱いもの
の上で使用しない

●●使用中、金属へらなどをプレートに置
かない
やけどの原因になります。

家財や設置場所が焦げたり、火災の原因に
なります。

●●使用中や使用直後は高温部に触れない

●●不安定な場所で使用しない

落下・転倒してけがや火災の原因になりま
す。

接触禁止
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やけどするおそれがあります。お手入れは
十分に冷めてから行ってください。

安全上の注意

つづき

●●使用時以外は、必ず火力調節レバーを
にし、電源 切／入ボタンを切る

●●お手入れや収納は、本体が冷えてから
行う

使用するときは、火力調節レバーが に、
電源 切／入ボタンが切れていることを確
認してから電源プラグを差し込んでくだ
さい。やけどなどの原因になります。

やけどや火災の原因になります。

●●使用後は毎回お手入れをする

プレート表面、本体に異物や汚れが付いた
まま使用すると、火災の原因になります。

●●業務用など家庭用以外の用途に使用し
ない

●●付属の専用プレート以外使用しない
●●付属の専用プレートを他の調理器具で
使用しない

本製品は家庭用として設計されています。
業務用など家庭用以外に使用すると、火災
などの原因になります。

火災の原因になります。

使用上の注意
●●料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。
腐食や変形の原因になります。

●●お手入れはプレートが冷めてから行ってください。
●●プレートが熱いうちに水などを入れたりして急冷しないでください。
コーティングを傷める原因になります。

保温の火力について

●●本機の保温目盛は、火力を弱めに設定してあります。保温の目盛で使用中に温度が低いと感じたときは、
火力調節レバーで火力を少し高めに調節してください。

廃棄について

●●製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
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各部の名称

ふた
ハンドル

収納用バックル×2
焼きごろお知らせ
マーク

平面プレート

電源コードセット
本体

遮熱板

ヒーター

電源ランプ
電源プラグ

電源コード

火力調節レバー

マグネットプラグ
差し込み口

電源 切／入ボタン
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マグネットプラグ

使いかた
5 火力調節レバーを強に合わせて、予熱する

■■準備

1

左右の収納用バックルを外す

2

プレートをセットする

3

• プレートの左右は、独立に温度調節できます。
• プレートの左右中央に「準備中」のマークがあり
ます。準備中の文字が消えると、予熱完了です。

➡

※ プレートは左右どちら向きでもセットできます。

電源コードを接続する
• 電源コードを接続する前に、火力調節レバーが
になっていることを確認してください。
• マグネットプラグを本体右側の差し込み口に接続
し、電源プラグをコンセントに確実に差し込んで
ください。
※ 初めて使用するときは、煙やにおいが出ることが
ありますが、使用にともない、出なくなります。

4

電源 切／入ボタンを押して電源を入れる
• 電源ランプが点灯します。

点灯
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■■調理

注意

■■調理が終了したら
●●使用中は、プレートが熱くなるので、
やけどに注意してください。

1

使用するプレートに油を塗る

2

食材を入れ、調理する

1

火力調節レバーを

2

電源 切／入ボタンを押して電源を切る

にする

• 片側だけ使用する場合は、使用する側に塗ってく
ださい。

●●金属製の串やフォーク、へらなどは使用しないでく
ださい。プレートに傷が付き、コーティングがはが
れる原因になります。

• 電源ランプが消灯します。

• 火力調節レバーで調理温度を設定してください。
プレートは左右別々に温度調節できます。
【使用例】
▶▶片側だけで調理し、調理していないほうは、火力
調節レバーを保温に合わせて保温に使用します。
（ホットケーキなど）
▶▶左右別々に温度設定して、一度に2種類の調理を
します。（焼肉と野菜など）
消灯
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電源コードを抜く

▶▶蒸し調理するときは、ふたをかぶせます。

• 本体が十分冷めてから、お手入れしてください。

注意
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●●使用中・使用後しばらくは、プレー
トが熱くなるので、やけどに注意し
てください。
●●ヒーターには絶対に触れないでくだ
さい。

お手入れ
注意

収納のしかた

●●お手入れは、必ず電源コードを抜き、
本体が冷めてから行ってください。
●●食材の残りや汚れが残ったまま放置
しないでください。火災の原因にな
ります。
●●本体に水をかけたり、水洗いしたり
しないでください。

1

プレートとふたをセットする
• 平面プレート・たこ焼き＋平面プレート・ふたの
順で、本体に重ねます。

●●使用後は必ず毎回お手入れしてください。
●●みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用
しないでください。
●●食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

本体
よく絞ったふきんで拭く

警告

※ 汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤を含
ませた柔らかい布で拭いた後、洗剤分が残らない
ようにかたく絞った布などで水拭きしてください。
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●●プレートの下に燃えるものなどがは
さまってないことを確認してくださ
い。

収納用バックルを取り付ける
• 収納用バックルで、ふたのハンドルと本体をはさ
んで固定します。

プレート・ふた
使用後、キッチンペーパーなどで汚れを拭き取り、
薄めた台所用洗剤で洗って、水で流す
• 洗った後、よく乾かしてください。

3
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ポリ袋などに入れて、直射日光の当たらない
湿気の少ない場所に収納する

故障かな？と思ったら
使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状

態

考えられる理由

処

置

➡

➡

レバーを●
操作しても●
加熱しない●
（電源ランプが●
点灯しない）

●●電源プラグが確実にコンセント
に差し込まれていない

●●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでく
ださい。（→P2）

➡

●●マグネットプラグが外れている

➡

●●本体右側の差し込み口にマグネットプラグを接
続してください。（→P6）

➡

●●電源 切／入ボタンが入になっ
ていない

➡

●●電源 切／入ボタンを押して、電源を入れてく
ださい。（→P6）

火力調節レバー
を にしても
電源ランプが
消えない

➡

●●電源 切／入ボタンが切になっ
ていない

➡

●●電源 切／入ボタンを押して、電源を切ってく
ださい。（→P6）

片側しか●
加熱しない

➡

●●片側の火力調節レバーが
たは保温になっている

ま

➡

●●火力の調節は、左右別々になっています。両方
加熱したいときは、両方の火力調節レバーを操
作してください。（→P7）

プレートが斜め
になっている

➡

●●プレートの取り付け位置がずれ
ている

➡

●●プレートは中央に正しくセットしてください。

加熱中に●
「カチッ」という
きしみ音がする

➡

●●ヒーターの熱によって金属部が
膨張している

➡

●●故障ではありません。

➡

●●初めて使用するときは、煙や●
においが出ることがある

➡

●●使用するにともない、出なくなります。（→P6）

煙が出る
においがする

それでも解決できないときは
お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
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警告

●●自分で分解・修理・改造
しないでください。

仕様
電源

AC100V、50 ／ 60Hz

定格消費電力

1,350W

ヒーター

シーズヒーター 675W×2

電源コード長さ
製品寸法

約2.5m

使用時（プレート装着）

幅589×奥行397×高さ94mm

収納時（電源コード除く、収納用バックル含む）

製品質量（総質量）

幅596×奥行397×高さ127mm
約6.3kg
平面プレート、ふた、●
電源コードセット、収納用バックル×2

付属品
※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。
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保証とアフターサービス
必ずお読みください。

■■保証書

■■保証期間経過後の修理

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保
証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りくだ
さい。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させて
いただく場合がありますので、大切に保管してくだ
さい。

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談
ください。修理により製品の機能が維持できる場合
は、ご要望により有料にて修理いたします。

■■補修用性能部品の保有期間について

■■保証期間
保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがっ
て修理させていただきます。

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、
5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必
要な部品です。

■■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリス
コールにお問い合わせください。

長年ご使用のホットプレートの点検を！
愛 情点検

こんな症状は
ありませんか

●●電源を入れても、加熱しないときが
ある
●●電源プラグ・電源コードが異常に熱
くなったり、変色したり、こげくさ
いにおいがする
●●電源コードに破れがある
●●触れるとピリピリ電気を感じる
●●その他の異常や故障がある
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▶

ご使用
中止

故障や事故防止のた
め、すぐに運転を停
止し、電源プラグを
抜いて、お買い上げ
の販売店またはアイ
リスコールに点検修
理をご相談ください。

左右温調ホットプレート

WHPK-011

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げ日 ※

保証期間
年

月

日

お買い上げ日より：1年間
ただし、消耗品（プレートのコーティングなど）を除く

お名前
お
客
様

ご住所

住所・店名
※
販
売
店

〒

電話（
販売店様へ：

）

-

電話（

）

-

※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定
1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いた
します。
2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
⑥ 本書の提示がない場合
⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行して
いるもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などに
ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。
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